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第118回 岡放技セミナー
研修会名 ： 第 118 回 岡放技セミナー
岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会
平成 29 年度

第 1 回肺がん部会 CT 研修会（肺がん精密検診機関研修会）

主

催 ： 公益社団法人 岡山県診療放射線技師会

日

時 ： 平成 29年 9月3日（日） 13：00～15：30

場

所 ： 津山中央病院

受付12：30～

医療研修センター２階講義室

〒708-0841 津山市川崎1756番地 TEL 0868-21-8111（無料駐車場あり）
参 加 費 ： 会員・学生は無料 非会員 2,000 円
後

援 ： 岡山県（予定）

プログラム
13：00～13：25【話題提供Ⅰ】
『

SIEMENS 製品情報 - CT について

』

シーメンスヘルスケア株式会社 ダイアグノスティックイメージング事業本部
CT 事業部 宮西 佐代子 先生
13：25～13：50【話題提供Ⅱ】
『

SIEMENS 製品情報 - MR について

』

シーメンスヘルスケア株式会社 ダイアグノスティックイメージング事業本部
MR 事業部

斎木 秀太朗 先生

肺がん部会 CT 研修会
13：50～14：40【教育講演Ⅰ】
『 肺がん CT 検診の現状と被ばく低減への取り組み
滋賀医科大学医学部附属病院

～低線量化に向けた”技”とは？～ 』
放射線部

牛尾 哲敏 先生

14：40～15：30【教育講演Ⅱ】
『 知っておくべき肺がん CT の撮影技術

～診断から手術支援に必要な画像とは？～ 』

滋賀医科大学医学部附属病院
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放射線部

牛尾 哲敏 先生

事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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第 116 回岡放技セミナー開催報告

報告

学術委員 角場 幸記 （川崎医科大学附属病院）
第 116 回岡放技セミナーは、6 月 11 日（日）に岡山大学病院 臨床第二講義室にて

午前 9 時より教育講演Ⅰ、間に平成 29 年度総会を挟み、午後１時より教育講演Ⅱが行われた。
教育講演Ⅰは、バイエル薬品インフォマティクスの上村しづ香先生による『被ばく線量の管理の動向と一元管理
システム～Radimetrics～』と題して、欧米ならびに欧州での被ばく管理について分かりやすい説明をいただいた
後に、被ばく線量管理システムの製品紹介がなされた。世界的にも放射線診療の場が増加しており、医療被ばく
における考え方を基に欧米でも欧州でもそれぞれの管理体制を構築している。日本でも 2015 年 6 月 7 日に診断
参考レベル(Diagnostic Reference Level:DRL)が発表され、国内の各施設においてモダリティごとの最適化を図っ
ている現状である。この Radimetrics という X 線線量情報一元管理システムは、PACS の DICOM データをもとに、
被験者ごとの蓄積線量を表示したり、モダリティごとにそれを比較解析出来たりするシステムであった。また、ファン
トムサイズが規格化された CTDIvol や DLP とは異なり、患者個々のスライス断面から変換テーブル(米国医学物理
学会；The American Associations of Medicine :AAPM)を用いて計算する SSDE(Size Specific Dose Estimates)が表
示され線量指標として使用できることや、患者データから撮影条件を変更した臓器別線量のシミュレーションが可
能となり、それを基に撮影プロトコルの適正化を検討できるという画期的なシステムの説明であった。
教育講演Ⅱは、『放射線量の適正化が重要視され出した理由！なぜ今？』と題して、ベルランド総合病院の鈴
木賢昭先生にご講演いただいた。鈴木先生にも放射線防護が国際的連帯を図って防護体系の構築を行ってきた
様子を分かりやすく解説いただいた。EU（欧州連合）では 2000 年代に入ると DRL を設定することが EU 指令によ
り求められ、2014 年には ESR:EUROSAFE IMAGING を開始しアクションプランを持った情報ネットワークの構築が
行われ、被ばく線量に基づいた小児被ばくのガイドラインが 2015 年に発表された。米国でも、CT の誤設定による
過剰照射事故を発端に、大統領の指示による CT での被ばく線量を自動収集する仕組みが構築された。また米国
では適切な保守点検が行われていない CT は保険適用から外される場合もあるという事実を知った。特に医療被
ばくの影響が問題となっている小児に関しては、米国にて Image geｎtｌy が開始され世界規模の活動となっている。
本邦でも 1996 年には ICRP(pub 73)から DRL という概念が導入され、日本放射線技師会が 2000 年に「医療被ば
くガイドライン-患者さんのための低減目標値-」を発表し、2006 年「放射線診療における線量低減目標値-医療被
ばくガイドライン 2006-」と改訂されたが、当時 IVR 等の特定分野の項目しか注目されていなかった。そこで 13 の
関連団体から構成された、医療被ばく研究情報ネットワーク(J-RIME)が 2010 年に発足し医療被ばくに関する情報
共有を行い現在の DRL に至っている。なぜ国際レベルで防護に取り組むのか？それは、世界的に放射線診療の
多様化に伴う医療被ばくの増加にある。特に CT による被ばくは医療被ばくの１７％を占め、CT 保有国である日本
は特に問題視されていた。極めつけは 2004 年医学雑誌 Lancet に書かれた医療被ばくの国別報告では、日本人
の医療被ばくは 1500 回/1000 人で 3.2％の発がんリスクがあるという報告である。さらに東日本大震災による福島
での原発事故などによる国民の被ばくへの関心が高まっていることなどが挙げられる。そこで日本放射線技師会
は医療被ばくによる Risk と Benefit の関係を、EBM をもとに放射線診療の正当化から防護の最適化を目指して「医
療被ばく低減施設」の認定事業を今後も啓発していくという話で講演を終わられた。
上村先生、鈴木先生のご講演で、アナログ時代からデジタルへ変遷された現在、当然な話ではあるが、様々な
条件下で安心できる放射線診療を行うために、検査ごとの線量評価や放射線防護には更なる努力が必要というこ
とを考えさせられ、大変有意義な講演であった。
事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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バイエル薬品インフォマティクス

ベルランド総合病院

上村 しづ香 先生

鈴木 賢昭 先生

会場の様子
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平成 29 年度通常総会 開催報告

報告

編集委員長

矢原 謙治（備前市立日生病院）

平成 29 年 6 月 11 日（日）岡山大学病院 鹿田キャンパス臨床第 2 講義室において、
平成 29 年度通常総会が開催されました。総会運営委員長より、会場出席者と有効委任状数により総会審議が成
立する旨の説明後、議事が進められました。藤田会長の挨拶に続き平成 28 年度表彰が行われ、最優秀エッセイ
賞として中山健人会員が受賞された他、岡山県知事・保健福祉部長、各保健所長等を受賞された方々が表彰さ
れました。続いて議長を選出した後、書記、議事録署名人を指名し会長による総括後、事業等の審議を行いまし
た。平成 29 年度事業計画案を田原副会長、予算案を大野財務委員長よりそれぞれ提案説明があり、会員の方か
らご指摘を受ける点がありましたが、いずれも賛成多数で承認されました。また質疑応答において、定款に沿った
総会運営をするようにとのご意見を頂き今後の課題といたしました。また引き続き平成 29・30 年度役員選出選挙が
赤木憲明選挙管理委員長の進行で行われ、厳正な投票及び開票の結果、理事 20 名と監事 1 名が選出（信任）さ
れました。その後、議長、書記が解任され総会は滞りなく終了しました。総会後に開催されました平成 29 年度臨時
理事会におきまして、大野誠一郎会員が代表理事に、小畑慶己会員、高尾渉会員が副代表理事に選出されまし
た。また、業務執行理事、各委員会の委員長と部会長も決定いたしました。
総会に出席していただいた会員の皆様には、心よりお礼申し上げます。

執行部役員

議長の宇野会員（左）と若林会員

高尾監事（左）と森岡監事

会場の様子

事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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厚生労働省よりの通知について

お知らせ

（公社）岡山県診療放射線技師会
会長

大野 誠一郎

先日、岡山県保健福祉部長より岡山県診療放射線技師会々長宛てに「放射線業務に
おける眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策」についての通知がありました。これは先般、厚生労働省
労働基準局安全衛生部長より、都道府県知事や保健所設置市長宛てにあった通知があったものと同じものです。
会員の皆様におかれましては、十分にご理解いただきますよう宜しくお願いします。

事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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第３３回日本診療放射線技師学術大会
事前参加登録の方の参加費補助について
（公社）岡山県診療放射線技師会

お知らせ

会長

大野 誠一郎

平成２９年９月２２日（金）～２４日（日）の３日間、函館市の函館市民会館において、第３
３回日本診療放射線技師学術大会が開催されます。今年も、参加登録費と情報交換会それぞれに 1,000 円ずつ
岡山県診療放射線技師会から補助金を出すことになりました。ただし、日本診療放射線技師会のホームページよ
り事前参加登録された方のみが対象になります。
できるだけ多くの会員の方が参加して頂きますよう、宜しくお願い致します。
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